
（第 2630 地区）

例会日　毎週火曜日　12:30 〜 13:30
例会場　ヒルホテル サンピア伊賀

事務局　三重県伊賀市上野丸之内 500
　　　　ハイトピア伊賀３Ｆ
　　　　TEL. 0595−24−3100　FAX. 0595−24−6292
　　　　URL http://www.ict.ne.jp/~ueno-rc
　　　　E-mail:ueno-rc@ict.ne.jp
編　集　会報委員会
RI ホームページ RJW. http://www.rotary.or.jp/

2018.　12.
Vol. 41. No.6.

上野ロータリークラブ

MONTHLY 四つのテスト
　言行はこれに照らしてから
１　真実かどうか
２　みんなに公平か
３　好意と友情を深めるか
４　みんなのためになるかどうか

　2017年に織田信長入城450年を迎えた岐阜の地で、2018年10月13日（土）、14日（日）の２日
間にわたり国際ロータリー第2630地区大会が開催されました。長良川の畔にある岐阜都ホテル
には数年前に訪れたことがあり、当時、鵜匠の講話を聴いたことを思い出しながらの参加とな
りました。
　つい先日ロータリアンの一員にならせていただいた私にとって、こんなにも盛大に行われた
大会に大変感動しました。本大会に来賓として2018-2019年度国際ロータリー会長代理本田博己
様をはじめ岐阜市長の柴橋様をお迎えし、1200名を超えるロータリアンが結集した華やかな大
会でした。
　初日のオープニングには県立岐阜商業高校の吹奏楽部の演奏があり、定刻の13:30、点鐘によ
り始まりました。RI会長代理講演、第2710地区パストガバナー西村様の基調講演、RI表彰に続き、
国際青少年交換学生のスピーチ等たいへん充実したものでした。
　二日目には今大会のホストクラブ会長の野田様の挨拶、木村ガバナーの挨拶の後、「みんな地
球に生きる人〜日本の国際化と子供の未来〜」と題してアグネス・チャンさんの記念講演があ
りました。世界の貧困とその環境にいる子供たちの置かれている深刻な問題の内容であったに
も関わらず、重い話とは感じることなく、何かに吸い込まれるような語り口調であっという間
に時間が過ぎました。12:30の閉会点鐘ののち昼食をいただき、帰路につきましたが、自分にとっ
ては実りある二日間となりました。

2018-2019年度2630地区 地区大会
新会員　寺南　典久
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４日　11：30　第６回定例理事役員会
　　　12：30　例会（3159）年次総会
　　　13：40　第1回次年度理事予定者会議

11日　12：30　例会（3160）卓話　中勢・伊賀グルー
　　　　　　　プガバナー補佐　西田重好氏　　

18日　18：30　夜間例会（3161）上野・上野東合同例会
担当　上野ロータリークラブ

　於　ヒルホテルサンピア伊賀
　
25日　 　公認休会

12月クラブ行事予定

◎ギア倶楽部12月例会
　上野・上野東合同ゴルフコンペ
　12月18日（火）富士スタジアムゴルフクラブ

◎12月生まれの会員
　６日 　榊原  成人　君
　13日　 空森  栄幸　君
　14日　 堀之内 壯平　君
　17日 　中村  晶宣　君
　25日 　川崎喜代美 さん

〔告　　知　　板〕

11月例会の一コマ

▲米山奨学生　万華君（11/6）

▲ギア倶楽部10月例会優勝　今岡君（11/6）

▲伊賀市教育委員会文化財課
　福島伸孝氏（11/13）

▲卓話　三重県ヘルプマークアドバイザー
　小﨑麻莉絵氏（11/20）

▲卓話　国体推進課長
　福森靖氏（11/27）

▲ロータリーの友誌読みどころ　木津君（11/13）

▲瑞宝単光章受賞　市川君（11/6）
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ギアクラブ（はぐるま会）11月例会成績
2018年11月16日（金）　於：グリーンハイランドカントリー倶楽部
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別所　泰広

山下　雅一

本城　　髙

稲濱　建夫

山本　禎昭

桃井　房夫

澤野　周勇

丸山　統正

山口　　隆

　去る10月20日、ホテルグリーンパーク津にて、第

２回地区ロータリー財団研修セミナーが行われまし

た。

　現在の補助金のシステムは、2013-2014年度に発

表されました「未来の夢計画」から始まり今年度で

6年目を迎えます。今回のセミナーは補助金の活用

を中心に企画され説明が行われました。今までに

実施された地区補助金・グローバル補助金の事業

は146件、地区財団活動資金は総額77万ドル（約

8,500万）と大きな成果を積み重ねてきました。こ

のように多くのクラブが地域や世界の人道奉仕に

貢献しています。この活動資金の裏付けが年次基

金寄付で、会員からのご寄付となっています。第

2630地区の昨年度1人当たりが146.3ドルとなり、目

標を150ドルと定めています。

　これからも、多くのクラブがこの補助金システム

を活用して、地域の夢ある事業計画に使用される

ことを願っているとの事です。

　いろいろな規定がありますが、計画の内容によっ

て補助金が受けられますので、上野ロータリークラ

ブも、この大きな変革に対応していく為に今後の

研修セミナーに参加し・研鑚し検討していかなけ

ればと思います。

第2630地区2018-2019年度

第２回ロータリー財団
研修セミナーに参加して

会長エレクト　稲濱　建夫

日本酒を楽しむ会 月見例会
2018年10月23日（火）　於　西念寺
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第3155回　30.11.6　晴
�点鐘：本城髙会長
�司会：川向啓造君
�Song：「君が代」、「奉仕の理想」
�ビジターズ：中井（上野東）
�ゲスト：米山奨学生万華さん
�米山奨学生万華さんへ奨学金の贈呈
�出席報告：①本日の出席率　87.78％　欠席者=鹿野・
木根・安田・丸山・井本・北森隆文の6君。②前々回の修
正　100％　メークアップ=山本禎昭（名張中央）、南出・
寺南（地区大会）の３君。
�誕生日祝い：南出・山出・本城・福増・小坂の5君。
�会長報告：＊日本の天然醸造醤油について。
�幹事報告：＊第5回理事役員会の報告。＊少年野球教
室12 ／ 2。＊12/18の上野・上野東合同例会の打ち合わ
せ会を本日例会終了後にします。＊1/15創立記念例会
＊家族旅行（5/25）、本日の例会にて仮登録の出欠確認。
＊新会員加入見込み者の進捗状況について。＊12/25公
認休会、＊市川君瑞宝単光章受章お祝いについて。＊
例会変更。
�委員会報告：＊ギア倶楽部10月例会優勝　今岡君。
＊廣澤R財団担当より　11月は財団月間です。R財団寄
付のお願い。＊山本会員増強委員長ロータリー加入見
込み者リスト提出のお願い。＊中村クラブ管理委員長
より1/15創立記念例会の案内。5/25親睦家族会の案内。
�ニコBOX：中井（上野東）（お邪魔します）、廣澤（R財
団寄付をよろしくお願いします）、木津（市川さん、２度の
ご叙勲誠におめでとうございます）、南出・山出・本城・
福増・小坂（誕生日を自祝して）、別所・稲濱（本日、理
事会欠席のお詫び）、北森徹（本日、早退のお詫び）の
各君。
�卓話：クラブの日
　　　　米山奨学生　万華君
　　　　「自己紹介」
　　　　「中国不動産バブルのメカニズムの研究」
　　　　「日本と中国不動産研究」

第3156回　30.11.13　晴
�点鐘：本城会長
�司会：川向啓造君
�Song：「我等の生業」、「シクラメンのかほり」
�ビジターズ：小林（上野東）
�ゲスト：伊賀市教育委員会　文化財課　福島伸孝 氏。
�出席報告：①本日の出席率　86.48％　欠席者=山本
禎昭・山本ヒサ子・市川・宮田・井本の5君。②前々回
の修正　100％　メークアップ=北森徹・山下（地区大
会）・福増（上野東）・南出（亀山）の４君。
�会長報告：＊木材の話。
�幹事報告：＊例会変更。
�委員会報告：廣澤R財団担当より寄付のお願い。
�ロータリーの友の読みどころ：木津君。
�ニコBOX：小林（上野東）（本日お邪魔します）、北
森徹（本日、早退のお詫び）、粟辻（福島様ようこそお
越し下さいました。本日、卓話よろしくお願いします）
の各君。
�卓話：伊賀市教育委員会　文化財課　福島伸孝 氏　

「伊賀市の文化財について」　
　　　　＊指定文化財保有は県下一
　　　　＊文化財の種類の紹介
　　　　＊440件、指定文化財

上野ロータリークラブ　　例　会　記　録
第3157回　30.11.20　曇
�点鐘：本城髙会長
�司会：川向啓造君
�Song：「それでこそロータリー」、「恋人よ」
�ビジターズ：神戸・長谷川（上野東）の2君。
�ゲスト：三重県ヘルプマークアンバサダー　小﨑麻
莉絵氏。
�出席報告：①本日の出席率　94.59％　欠席者=北森
隆文・井本の2君。②前々回の修正　94.59％　メークアッ
プ=安田（地区大会）・木根（名張中央）・鹿野（亀山）・
丸山（はぐるま会）の4君。
�会長報告：＊本日、卓話していただくヘルプマーク
について。
�幹事報告：＊11/27　例会終了後第３回指名委員会開
催します。
�委員会報告：廣澤ロータリー財団担より　寄付状況
の報告。
�ニコBOX：神戸・長谷川（上野東）(お邪魔します)、
本城（先日、11/16の60名余りの中、優勝しました。ス
コアー 98でした）、（ヘルプマークアンバサダーの小﨑
様、よろしくお願いします）、粟辻（小﨑様、ようこそ
お越しくださいました。卓話よろしくお願いします）、
市川（先週、叙勲伝達並びに天皇陛下拝謁に行ってま
いりました。お言葉に甘えて「人々のために尽くしな
さい」とありました。一層精進致します）、別所(ギア倶
楽部優勝しました）、山本禎昭（前回欠席と次回欠席の
お詫び）、神戸・南出・北森徹（本日、早退のお詫び）、
山本ヒサ子（前回欠席のお詫び）の各君。
�卓話：卓話　三重県ヘルプマークアンバサダー 小﨑麻
莉絵氏「ヘルプマークを知っていますか？」

第3158回　30.11.27　晴
�点鐘：本城髙会長
�司会：川向啓造君
�Song：「それでこそロータリー」、「愛しき日々」
�ビジターズ：なし
�ゲスト：三重とこわか国体推進課長　福森靖氏
�出席報告：①本日の出席率　83.78％　欠席者=安田・
山本禎昭・北森隆文・北森徹・井本・南出の6君。②前々
回の修正　94.59％　メークアップ=山本ヒサ子（地区
大会）・市川（鈴鹿シティ）・山本禎昭（はぐるま会）
の3君。
�会長報告：＊本日、三重とこわか国体についての卓
話よろしく。＊日産ゴーンの話。信頼される人物でな
ければならない。ロータリーは奉仕の精神のもと、人
格を磨いていきましょう。
�幹事報告：＊本日、例会終了後第３回指名委員会開
催します。＊例会変更。
�委員会報告：小坂青少年奉仕委員長より　12月2日
9:30〜15:30少年野球教室開催します。場所はミキハウ
スグランドです。参加者は9時集合です。
�ニコBOX：本城・粟辻・山出・小坂（福森靖様、本
日はようこそお越しくださいました。卓話よろしくお
願いします）、今岡（昔の仲間をお迎えして）、別所（来
週欠席のお詫び）、山本ヒサ子（本日、早退のお詫び）
の各君。
�卓話：卓話　三重とこわか国体推進課長　福森靖氏
　　　＊国民体育大会について。
　　　＊全国障害者スポーツ大会について。
　　　＊三重とこわか国体について。
　　　＊伊賀市で開催する競技について。
　　　＊伊賀市の取り組みについて
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